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高等教育における人種的アファーマティヴ・アクション
―ミシガン州立大学２事件判決（２００３年）を契機として―
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はじめに
　Brown判決から約半世紀、Bakke判決から４半世紀を経て、アメリカ連

邦最高裁判所は、ミシガン州立大学の２つの事件で、高等教育における

人種的アファーマティヴ・アクション・プログラム を「法の平等保護条

項 equal protection clause」（合衆国憲法修正第 14条第１節）に基づいて司

法審査し、三度教育における人種統合・多様性のあり方について、一石

を投じる判決を下した。2003年６月の Grutter 事件判決１）および Gratz事

件判決２）がそれである。

　連邦最高裁判所は両事件のいずれにおいても、厳格審査基準 strict 

scrutinyを適用し、入学者選抜にあたってミシガン州立大学ロー・スクー

ルおよび同大学人文・科学・芸術学部（LSA）がそれぞれ採用していた

マイノリティに配慮した措置＝アファーマティヴ・アクション・プログ

ラムを審査し、前者の措置を合憲、後者のそれを違憲とする全く結論の
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異なる判決を下したのであった３）。

　両判決がアファーマティヴ・アクション一般に及ぼす影響もさること

ながら、Brown判決を理念的背景に置き、Bakke判決の指針を手掛かり

にして、高等教育機関が人種統合・多様性の実現に向けて手探りしなが

ら今日まで自発的に進めてきた様々な努力に４）、それが直接与える影響

は測り知れないものがある。本論はこの観点から、本２判決の内容を統

一的に検討するものである。

　ただ、ここでは本２判決でも頻繁に引用され、高等教育におけるア

ファーマティヴ・アクションの先例として極めて重要な位置を占めてい

る Bakke事件判決およびそこにいたる判例法理の経緯から先にみておく

こととする。

【１】 高等教育における人種統合への経緯
（１）Brown 判決（1954 年）５）

　教育における人種統合は、雇用や公共事業などの分野でのそれより

もある意味で基底的な問題であり、言うまでもなく歴史的にみても多民

族社会アメリカの最重要課題のひとつであった。人種共学をアメリカに

おいて実現していくにあたっての最大の法的障害は、南部諸州における

人種隔離教育を長い間正当化してきた、施設が平等であれば合衆国憲法

の「法の平等保護」（修正第 14条）に反しないとする「分離すれども平

等 separate but equal」という 1896年の Plessy判決６）の憲法理論であった。

この理論を打破したのが、「公教育においては隔離そのものが法の平等保

護に反し違憲である」と判旨した 1954年の Brown判決および人種別学制

度の「可及的速やかな with all deliberate speed」廃止を求めたその翌年の

執行判決 (enforcement decree) ７）であった。この両判決によって、「分離す

れども平等」理論は、少なくとも小中公教育おいては完全に放逐され人

種共学に向けての法的障害は取り除かれることとなった。

（２）高等教育における人種共学

　高等教育においては、この「分離すれども平等」理論は比較的早くか
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ら事実上の破綻を示していたといってよい。というのは、そもそも高等

教育機関を黒人用、白人用にわけて、二つ維持することは州にとっても

財政的に相当な負担であったため、白人用のみの１つしか存在しない州

が比較的多かったからである。1938年のミズーリ州立大学ロースクール

黒人入学拒否事件８）で、連邦最高裁判所は、州内にそれと同様の黒人の

ロースクールが存在しない以上、黒人の入学を拒否することは「人種を

理由に教育の機会を奪う」ことになり許されないとしたが、これはまさ

に「分離すれども平等」理論の当然の帰結であった。また人種別学制度

のもと州内に黒人用、白人用の２つのロースクールが用意されていたテ

キサス州の場合でも（もっとも黒人用ロースクールは原告 Sweattによる

州裁判所への提訴後に急遽創設されたものであった）、同州立大学ロース

クールの黒人入学拒否は、連邦最高裁判所によって許されないとされた。

それは「分離すれども平等」理論に立って、双方の施設を厳密に比較し

た結果、「白人と黒人の学生に州が与えている教育の機会は実質的に平等

ではない」と判断されたからであった。しかし連邦最高裁判所の意見を

代表したヴィンソン長官（Chief Justice Vinson）は、それだけに止まらず

この２つのロースクールの質の相違の問題にも言及し「これら２つのロー

スクール間で自由な選択をなす者が、その質の問題を大差のないものと

考えるだろうと思慮することは困難である」とも述べ、両者の施設を平

等とした州裁判所の判断を覆し黒人学生の同ロースクールへの入学を命

じたのであった９）。こうみてくると、高等教育機関においてはもう実質

的に「分離すれども平等」理論が機能していなかったことがわかる。こ

れが破棄されることはもはや時間の問題であった。こうして Brown判決

を迎えるのであるが、それは「分離すれども平等」理論の完全な崩壊を

示すものであった 10）。

　しかし法的障害がなくなったということは、実際に人種共学が進むとい

うことを必ずしも意味しない。実際に人種共学の進展は、小中においても

高等教育機関においてもそれほど捗捗しくはなかった。従来公教育は州の

権限とみなされてきたこともあって、アーカンソー州リトルロック事件が
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象徴的に示したように、南部諸州の激しい抵抗がその具体的実現をしばし

ば妨げたのであった 11）。こうした抵抗に対して、連邦政府はもとより手

をこまねいていたわけではない。公民権運動の成果としての公民権法（Civil 

Rights Act of 1964）とりわけタイトルⅥの制定 12）によって、人種区分に基

づくあらゆる差別を厳格に禁じ、同時に衡平法（エクィティ）上の救済

を保障することでこれに応えた。しかし教育における人種統合はそれで

解決する程容易な問題ではなかった。結局、後にはこれに加えて、大統

領の行政命令が出され、積極的な措置も併せて講じられるようになった。

この連邦の強力な介入の結果、紆余曲折はありながらも小中公教育の人

種共学はそれなりの成果をようやく残すことになった 13）。

（３）アファーマティヴ・アクション政策

　一連の経過が示すように人種差別を禁止し、機会の平等を保障するだ

けでは教育における人種統合はたやすくは実現しない。長年にわたる差

別は社会・経済にわたる構造的な格差を作り出しており、その格差を背

景とした学習環境・意欲・時間の相違は創造を絶する学力差を再生産す

る。そしてそのことが黒人生徒に劣等の烙印を押し新たな差別を作り出

し、双方の生徒を学校から遠ざけるのである。

　「偉大なる社会great society」をスローガンに掲げたジョンソン大統領は、

「われわれが求めているものは権利や理論としての平等ではなく、事実と

しての平等、結果としての平等である 14）」と演説し、あらゆる分野の格

差を総合的に是正するために、積極的措置すなわちアファーマティヴ・

アクションを呼びかけた。同大統領はその一環として教育・雇用の分野

においても行政命令 11246号（E.O. 11246, ３ C.F.R.339）を発し、各学区

およびそこの教育機関に教育と雇用の双方にわたってインフォーマルで

はあるが、割り当て数量 quotaをも含むアファーマティヴ・アクション計

画の策定を求めた。保健教育福祉省（DHEW）の援助もあって、小中レ

ベルでの共学はようやく軌道に乗り始めた。「役割モデル role model」と

しての黒人教員も増加してきた。しかし、学力差を一定反映せざるを得

ない高等教育においては人種隔離の状況に目立った改善はみられなかっ



高等教育における人種的アファーマティヴ・アクション

－ 115 －

た。それは高等教育機関における人種統合・共学の独特な難しさを物語

るものであった。

　高等教育機関が人種の統合・学生の多様性を目指して人種的アファー

マティヴ・アクション・プログラムを自発的に取り入れてきた背景には、

このような事情があった。大学の自治に基づく人種共学に向けてのはじ

めての試みが、ハーバード大学の入学者選抜プログラム 15）であった。そ

れは多様な出身・居住地域、専門分野および職業・社会経験などを意味

した今までの「多様性」の概念を、「経済的に恵まれない者、人種や民族

的集団」にまで拡大して練り上げたものであった。そのプログラムは「黒

人学生は白人学生が提供できないものをもたらす」、大学の教育の質は人

種を含めたこうした多様な背景と経験をもつ学生集団の存在に規定され

るとし、「多様性」に対して積極的評価を与えるものであった。このハー

バード・プランを多様性達成のモデルとして、多くの高等教育機関が採

用したことは、連邦最高裁判所も認めるところである。こうして、高等

教育における人種統合も徐々にではあるが自発的に進められてきた。

　しかし、こうしたアファーマティヴ・アクション・プランは多かれ少

なかれマイノリティへの特別措置を含むものであり、多くの大学が連邦

の補助を受けていることからすれば、人種考慮禁止 color-blindの立場か

ら「人種を理由としてあらゆる差別を禁じている」タイトルⅥ、さらに

は合衆国憲法修正第 14条または修正第５条 16）に抵触する逆差別の可能

性もないわけではない。かくして、自主的に設けられた大学入学にあたっ

ての人種的アファーマティヴ・アクション・プログラムが憲法訴訟とし

て連邦司法裁判所に実際に提起されることとなった。その最初の著名な

事件が、Bakke事件である。

　

【２】Bakke 判決（1978）17）

　連邦最高裁判所が高等教育機関の人種的アファーマティヴ・アクショ

ン問題に「法の平等保護」の立場から本格的に取り組んだ最初の事件が、

Bakke事件判決として知られるカリフォルニア州立大学デイヴィス校メ
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ディカル・スクールの事件であった。この判決は、連邦最高裁判所判事

の意見がアファーマティヴ・アクションの評価をめぐって様々に分かれ

たという点で、また教育という特異な分野でのそれであったという点で、

きわめて重要な先例となっている。

（１）事実の概要

　本件カリフォルニア州立大学メディカル・スクールでも、いくつかの

目的（①黒人の医学部生の増加　②社会的差別の影響の是正　③地域へ

の医師の供給　④学生の多様性 diverse student body確保）から人種に配

慮した入学選抜プログラムを採用していた。そして、年度によってはマ

イノリティの志願者には、非マイノリティの志願者に課せられる GPAの

最低点２，５という基準の適用が免除されたりしていた。1973年と 74年

には 100名の入学定員のうち 16名を特別枠としてマイノリティのために

設ける措置、アファーマティヴ・アクション・プログラムがとられた。

白人男性 Allan Bakkeは、これが実施された２年間連続して出願し入学を

拒否されると、これはこの措置による逆差別の結果であるとして、同プ

ログラムの公民権法タイトルⅥおよび合衆国憲法修正第 14条の「法の平

等保護」違反を主張して、大学理事会を相手に訴を提起したのであった。

これが本件である。

（２）判旨

　主要な論点は、「法の平等保護」からする本件アファーマティヴ・

アクション・プログラムの憲法上の適否であった。ブレナン判事

（Justice Brennan）をはじめとする４人の判事は、これに中間審査基準

intermediate scrutiny18）を適用し、人種を意識した color-conscious過去の差

別解消のための自発的救済的プログラムは「重要な政府の目的（important 

governmental objects）」を達成することに「実質的に関連して (substantially 

related)」おり憲法上正当化されるとして、このプログラムを「法の平等

保護」に反せず合憲とした。スティーヴンス判事（Justice Stevens）をは

じめとする４人の判事は、公民権法タイトルⅥは絶対的な color-blindを

もとめており、本件プログラムは同法に違反するとした。キャステイング・



高等教育における人種的アファーマティヴ・アクション

－ 117 －

ヴォートを握ったパウエル判事（Justice Powell）が、連邦最高裁判所の判

決を述べた。それを要するに、color-blindの立場から厳格審査基準（strict 

scrutiny）を適用して本件プログラムを違憲としたが、他方で今後入学選

抜にあたって人種利用を一切禁じるカリフォルニア州最高裁判所の差止

命令は破棄し、入学にあたって人種を考慮することそれ自体は許される

としたのである。

（３）パウエル判事の意見

　ここでは、パウエル判事の Bakke判決における相対多数意見（どの判事

も同調していない）を、「法の平等保護」との関連でやや詳しく要約して

おきたい。パウエル判事は、タイトルⅥは憲法上の「法の平等保護」に反

する行為を差別として禁じているにすぎないことに加えて、下級審でも争

われていないとして、タイトルⅥには特に言及せず、憲法論を展開する。

①マイノリティのためのアファーマティヴ・アクション・プログラムで

あっても、違憲の疑いの強い人種区分（suspect classification）を伴う

以上、それは厳格審査に服することになる。マイノリティのためにす

る善意の人種区分には、厳格審査基準を適用しないとする二分類理論

（two-class theory）の立場は採らない。したがって、そのプログラムが

憲法上正当化されるためには、その目的が「やむにやまれない重要な利

益 compelling interest」でなければならず、目的を実現する手段が個人

の権利を侵害しないように「厳密に調整された narrowly tailored」もの

でなければならないし、州はそのことを立証しなければならない。

②修正第１条で保障する学問の自由に由来する「学生集団の多様性」と

いう目的は「やむにやまれない重要な利益」にあたるが、他の目的（前

頁①～③）はそれにあたらない。但し、過去の「社会的差別の影響の

是正」という目的には州も利益を有するが、それは一般的な差別の影

響の表明だけでは足りず、当該機関が保護対象者に対して行ったと認

定された具体的差別の影響を是正するものでなければならないところ、

本件ではこれが十分に示されていない。

③本件のプログラムは「学生集団の多様性」を達するために、人種を入
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学選抜にあたっての個人の一つのプラス要素とするのではなく、人種

のみつまりその属性のみを理由として集団に一定枠を用意する quotaで

あり「厳密に調整された」ものとはいえない。手段面からみて憲法上正

当化されない。

　こうしてパウエル判事はカリフォルニア州立大学メディカル・スクー

ルのアファーマティヴ・アクション・プログラムを違憲としたのであるが、

入学にあたって人種を考慮すること自体は否定しなかったのである。

　全体としてみれば、color-blindの立場からアファーマティヴ・アクショ

ンの合憲性を判断する理論的枠組として厳格審査基準を適用しつつ、目

的審査および手段審査を比較的柔軟に駆使して個々の事案に対応しよう

とするものであったと評されよう。

（４）残された課題

　厳格審査を適用しても、大学の「学生集団の多様性」は「やむにやま

れない重要な州の利益」となり、憲法上人種区分が正当化されるとした

点は、Bakke判決のなかでも注目される。なぜ、「学生集団の多様性」が

「やむにやまれない重要な利益」となるのかについて、パウエル判事はフ

ランクファーター判事が代表して述べた諸判決を引用しつつ次のように

指摘している 19）。

　「学問の自由 (Academic freedom)は憲法上列挙されてはいないが、修

正第１条の主要な関心事であった。」それに由来する大学の自由・自治

（free universities）に基づいて「大学がなすべき仕事は、『思索、経験およ

び創造にとってもっとも有効な空間を提供することである』」。「その空間

は、（自主的に選択された）多様な学生集団によって促進されるものであ

る。」「この国の将来は・・・そこでの多様な『力強い思想の交換 robust 

exchange of idea』によって訓練された指導者の成長如何にかかっている」。

だから、大学の「学生集団の多様性」は「やむにやまれない重要な利益」

と深くかかわっているのである。

　この意見は、アファーマティヴ・アクションが「確認された過去の社

会的差別の是正 20）」目的をもつ場合にのみ正当化されるという厳格審査
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の通常の理解からすれば、一線を画すものであり、高等教育機関におけ

る人種共学の自主的努力に一筋の明るい展望を与えるものでもあった 21）。

　さて、法律上問題は２つ残された。ひとつは、「法の平等保護」にかかわっ

て高等教育における人種的アファーマティヴ・アクションの合憲性を判

断する基準としてパウエル判事が採用した厳格審査基準は果たして妥当

かということであり、もうひとつは、同基準が維持された場合、いかな

る目的・手段をもつアファーマティヴ・アクションなら正当化されるのか、

つまり「多様性」目的は正当化される目的として維持されるのか、どの

ような手段であれば quotaとならないのか、ということである。連邦最高

裁判所が次に高等教育におけるアファーマティヴ・アクションを審査し、

これに解答を与えたのが 2003年のミシガン州立大学の２事件判決であっ

た。

【３】Grutter 判決 (2003) 
（１）事実の概要

　全国でもトップレベルに位置するミシガン州立大学ロー・スクールは、

約 350人の入学定員に対して毎年 3,500人以上の志願者を集める人気校

でもあった。同ロー・スクールは「お互いに尊重し合いそこから学び取

れるより多様な背景と経験とをもつ」学生をさらに集めるために、1992

年現行の入学者選抜方針を定めた。Bakke判決を念頭につくられたそれ

は、人種を含めた学生集団の多様性を実現するために、入学者決定に

あたっては、学部のときの GPA（grade point average）および LSAT(Law 

School Admissions Test)の点数で示される客観的学力と並んで、出願者

の才能、経験、潜在能力、出身学部の質、推薦者の熱意などのいわゆる

「柔軟変数 soft variables」が重視されるよう求めるものであった。またそ

の際アフリカ系アメリカ人、ヒスパニックおよび原住アメリカ人のよう

な、意味のある数で代表されていないマイノリティを、「有意にして十分

な数 critical mass」入学させることは、彼らの発言を保障しロー・スクー

ルの質の確保や有能な法律家育成にとって必要な「多様性 student body 
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diversity」確保につながるとされ、人種的・民族的多様性にも配慮が置か

れることになっていた。

　ミシガン州に住む白人女性グラッター（Grutter ）は、1996年に同ロー・

スクールを受験したが最終的には入学を拒否されてしまった。グラッター

は、GPA３．８、  LSAT 161という高得点にもかかわらず不合格となった

のは、同ロー・スクールが選考にあたって人種要素を重視し、特定のマ

イノリティ集団に属している志願者に非マイノリティよりも極めて大き

い合格の機会を与えた積極的措置アファーマティヴ・アクションの結果

であると主張した。そして、これは合衆国憲法修正第 14条、公民権法タ

イトルⅥおよび合衆国法典 42編 1981条に違反する差別であるとして、

ミシガン大学理事会、当時の同大学学長 Bollingerその他を被告に、ミシ

ガン東部地区の連邦地方裁判所に損害賠償、差止命令などの救済を求め

て訴を提起したのであった。

　連邦地方裁判所は、人種を入学選考の１要素とすることは違法である

と宣言し、ロー・スクールにその利用を禁じた（137 F.Supp 2d 821）が、

第６巡回区連邦控訴裁判所は、この差止命令の執行を停止した後、全員

合議の法廷において原判決を覆しそれを合憲とした。そして連邦控訴裁

判所は、「多様性はやむにやまれない重要な州の利益である compelling 

state interest」（Bakke,438 U.S. 265,at311）とした Bakke判決におけるパウ

エル判事の意見は、拘束力ある先例であり、しかもロー・スクールの入

学選抜にあたっての人種利用は人種を潜在的な志願者個人のプラスの一

要素として評価するにすぎないものであり、パウエル判事が承認したハー

バード大学入学者選抜プログラムと基本的に同じものであるので、「厳密

に調整された narrowly tailored」(Id., 315-316)ものである、とその理由を

示した。

（２）判旨

　連邦最高裁判所は原判決を支持し、オコナー判事（Justice O' Connor）

がその法廷意見を述べた。その要旨は次のようなものである。

　Bakke判決におけるパウエル判事の意見が、拘束力ある先例であるか



高等教育における人種的アファーマティヴ・アクション

－ 121 －

否かはともかくとして、当裁判所は学生集団の多様性は「やむにやまれ

ない州の利益」であることを承認する。あらゆる政府の人種に基づく区

分は、「法の平等保護」による厳格審査に服するというのは、Adarand事

件において判示されたとおりである。その審査の下で当該人種区分が正

当化されるのは、それが「やむにやまれない州の利益」を「厳密に調整

された」手段で実現する場合のみである。

　ところで、「学生集団の多様性」は修正第１条の学問の自由に由来する

ものであり、「学生集団の多様性」は大学入学にあたっての人種区分を正

当化する「やむにやまれない州の利益」である。これは先に述べた通り

である。Bakke判決においてパウエル判事が指摘しているように、マイ

ノリティの「有意にして十分な数 critical mass」が割り当て quotaであっ

てはならないことは当然であるが、本件ロー・スクールの選抜方法は人

種を志願者個人のプラスの１要素とするにすぎないものであり、「厳密に

調整されたもの」である。

　多様性確保のためとはいえ、人種に基づく区分をなくすことが「法の

平等保護」の理想であるから、人種区分に基づく特別措置には時限が設

けられなければならない。25年後には人種に基づく積極的な取り扱いが

必要なくなることを期待したい。

【４】Gratz 判決 (2003)
（１）事実の概要

　ミシガン大学は、多様な人種、民族、文化および社会経済的背景の

学生が多数集まることでもたらされる教育効果を期待して、入学選抜

にあたっても人種を他の様々な要素とともに１つの要素として配慮する

ものとしていた。具体的には、大学入学事務局 the University's Office of 

Undergraduate Admissionsが、毎年利用されるガイドラインのなかで、高

等学校のレベル・質、標準学力試験 ACT/LSAの点数、高校の時の GPA、

出身地域、卒業生との関係などとともに人種を入学選抜にあたっての１

要素として、その基準を定めていた。ガイドラインの内容は毎年変更さ
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れてきたが、アフリカ系アメリカ人、ヒスパニックおよび原住アメリカ

人については「代表されていないマイノリティ underrepresented minority」

として一貫して優遇されてきた。1999年以降の現行の入学者選抜ガイド

ラインは、学力評価（GPAと ACT/LSAで 110点）とその他の評価（40点）

に分けて、総合し 150点中 100点を合格ラインとする点数化をおこなった。

そして「代表されていないマイノリティ」出身の志願者すべてにその 40

点の内で 20点を加算するという積極的措置を含む選抜方法を取った。

　ミシガン州在住でコーカサス人であったグラッツ（Jennifer Gratz）と

ハマチャー (Patrick Hamacher)はミシガン州立大学人文・科学・芸術学部

（LSA）へ 1995年と 1997年にそれぞれ出願した。しかし最終的には２人

とも不合格となった。両名はそれを同学部（LSA）の「代表されていな

いマイノリティ」に対する積極的措置＝アファーマティヴ・アクション

の結果であるとして、ミシガン大学、当時の同大学学長 Bollingerなどを

被告とし、それは合衆国憲法修正第 14条、公民権法タイトルⅥおよび合

衆国法典 42編 1981条に違反すると主張して連邦地方裁判所にクラス・

アクションの訴を提起した。そして、過去の差別に対する補償的および

懲罰的損害賠償、同学部（LSA）の人種利用に基づく差別の継続を禁止

する差止命令その他の救済をもとめた。

　連邦地方裁判所は、同学部（LSA）の現行の入学者選抜ガイドライン

については、人種的・民族的学生集団の多様性から生じる教育的利益は「や

むにやまれない政府の利益」であり、そのプログラムは「厳密に調整さ

れた」ものであるとして被告人の主張を認め、積極的措置を含むガイド

ラインを許容した。しかし 1995年から 1998年までの同学部（LSA）の

それは、Bakke判決のパウエル判事の意見と矛盾する事実上の quotaであ

るとする原告の主張を認めた（Gratz v. Bollinger, 122 F.Supp. 2d 811）。両

者の上訴に基づいて第６巡回区控訴裁判所に係属中に、連邦最高裁判所

は当該学部（LSA）のマイノリティのための積極的措置を含む入学者選抜

ガイドラインが「法の平等保護」との関連で正当化されるかに論点を絞り、

事件の裁量上訴（certiorari）を認めた。
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（２）判旨

　連邦最高裁判所は原判決の一部（現行制度を合憲とした部分）を破棄

し差し戻した。レンキスト連邦最高裁判所長官（Chief Justice Rehnquist）

がその法廷意見を述べた。それを要するに次のようなものであった。

　人種に基づく分類は違憲の疑わしい区分としてすべて厳格審査に服す

る。その審査のもとで、人種区分が正当化されるのは、その目的が「や

むにやまれない重要な政府の利益」を促進するものであり、かつ「厳密

に調整された」ものでなければならない。Grutter v. Bollinger事件におい

て、当裁判所は「学生集団の多様性」は「やむにやまれない重要な利益」

にあたると判示したので、同学部（LSA）の入学者選抜ガイドラインも

目的面では正当化される。しかし現行のそれは、大学入学に必要とされ

る点数（100点）の５分の１にあたる 20点を人種のみを理由に「代表さ

れていないマイノリティ」のすべてに自動的に付与するもので、「厳密に

調整された」ものとはいえない。人種的・民族的背景が特定の志願者個

人の情報の１つのプラス要素とみなされるような入学者選抜プログラム

なら使用が許されるというのが、パウエル判事の意見である。ある人種

に属しているという特徴が、自動的に大学の多様性に寄与するものでは

ない。本件現行の積極的措置を含んだ入学者選抜ガイドラインは手段面

からみて正当化されず違憲である。当裁判所は被告の主張を認めて当該

学部（LSA）のガイドラインを合憲とした地方裁判所の判決のその部分

を破棄して差し戻す。

【５】ミシガン州立大学２事件判決のまとめと若干の検討
（１）両判決のまとめ

　この２判決は、全体として統一的にみれば、Bakke判決におけるパウ

エル判事（Justice Powell）の相対多数意見を、法廷意見（the opinion of 

Court）として正式に踏襲、確認するものであった。２判決の要旨は、次

のようにまとめられよう。

　教育における自発的な人種的アファーマティヴ・アクション・プロ
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グラムにも厳格審査基準 strict scrutinyが適用される。その審査の下で

は、同プログラムが「やむにやまれない重要な州の利益 compelling state 

interest」に資する目的をもち、かつそれが「厳密に調整された narrowly 

tailored」ものである場合のみ憲法上正当化される。そのプログラムがも

つ「教育の多様性」という目的は、「やむにやまれない重要な州の利益」

にあたるが、それが特定の人種集団に対して事実上 quotaとなる極端な手

段でその目的の実現を図るものであれば、「厳密に調整された」ものと言

えず、憲法上個人の平等権を侵害し許されないものとなる。

　この論理を目的実現の手段の点で事案を異にする当該２事件に具体的

に適用すると、前者のロー・スクールのアファーマティヴ・アクション・

プログラムは人種を志願者個人のプラスの一要素として評価するもので

合憲、後者の学部のそれは事実上 quotaとなるもので違憲となる。

（２）若干の検討と解説

　さて、Bakke判決で残された課題を再度確認しておく必要があろう。１、

パウエル判事の教育における自発的な人種的アファーマティヴ・アクショ

ンにも厳格審査が適用されるという意見は維持されたか、２、厳格審査

のもとで正当化されるアファーマティヴ・アクションとはどのようなも

のか、ということであった。ここでは、これらを順次検討しておきたい。

１、司法審査基準

　Grutter判決は、あらゆる人種区分は疑わしい区分 suspect classification 

として「厳格審査のもとで裁判所によって検討されねばならない」と述

べた。そして 1995年の Adarand判決 22）を引いた。Adarand判決は、人

種的アファーマティヴ・アクションに対して中間審査基準を適用した

Fullilove判決 23）およびMetro判決 24）と厳格審査基準を適用した Croson

判決 25）との不統一を是正し、疑わしい人種区分を伴う以上すべてのそれ

に対して厳格審査基準を適用することを明確に宣言・確立したものであっ

た。それゆえ、本２判決が厳格審査基準を適用したことは疑う余地がない。

教育分野の自主的アファーマティヴ・アクションにも、その例外を許さ

なかったものである。Bakke判決のパウエル判事の意見は、教育分野の
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それにも厳格審査を適用すべきことを主張するものであったが、それが

確認・維持されたという見方ができよう。

　しかし同時に、ギンズバーグ判事 (Justice Ginsburg)が Gratz判決の反対

意見のなかで、過去の差別の影響を是正するための人種区分と悪意の人

種区分とを分離する必要を強調し、「常に人種に基づく区分に厳格審査」

を適用するという法廷意見に異を唱えている点、さらにはブライアー判

事（Justice Breyer）がこれに呼応する形で、同意意見のなかでではあった

が暗に中間審査基準の適用を主張している点にも注意が必要である。人

種差別が生み出した社会構造的差別を是正するための人種区分とりわけ

大学が独自の目的から自主的になす人種区分は、かつての人種隔離ため

の悪意のそれとは全く異なるものである。それに同一の審査基準を適用

することが果して妥当なのか、確かに疑問の余地がないわけではない。

ともあれ、90年代以降のアメリカ政治・社会の保守化傾向のなかにあって、

厳格審査基準適用のこの流れが当分変わることは期待できないと思われ

る。

　一般に厳格審査とは、過去の歴史を教訓として議会や執行部の裁量を

ほとんど認めず、政治権力の側が当該人種区分が「やむにやまれない重

要な利益」を目的とし、それを「厳密に調整された」手段によって達成

しようとするものであることを、自ら立証する場合にのみ限定して、こ

れを許容しようというものである 26）。それゆえ、Fullilove 判決のなかで

マーシャル判事（Justice Marshall）が厳格審査を「理論は厳格であるが、

実際には致命的な審査 Scrutiny that is strict in theory, but fatal in fact 27）」と

批判したのは、むしろ当然であった。しかしこの批判に答えてオコナー

判事は Adarand判決でも「あらゆる人種に基づく救済立法がすべて違憲

となるわけではない 28）」と述べ、本 Grutter判決でも「必ずしもすべての

人種区分が厳格審査によって無効とされるわけではない」、「厳格審査と

は、特定の情況で人種区分を利用した政府のその理由の重大性と誠実さ

を注意深く検討する枠組みを与えようとするもの」にすぎないと指摘し

て、厳格審査の柔軟性を強調した。そして問題はその目的と手段にある
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としたのである。だとすれば、本２判決によって教育における人種的ア

ファーマティヴ・アクションに適用される厳格審査基準は、従来のも

のとは異なる相応な柔軟性をもったそれであることが確認できるのであ

る。

２、厳格審査のもとでも正当化される目的・手段

　Grutter判決は「やむにやまれない重要な利益を促進するために必要な

人種に基づく措置が、その利益を実現するために厳密に調整されたもの

であるかぎり、法の平等保護に反するものではない」と述べる。つまり

厳格審査のもとでも、アファーマティヴ・アクションの目的が「やむに

やまれない重要な利益 compelling interest」であり、それを達成する手段

が「厳密に調整された narrowly tailored」ものである場合には、憲法上正

当化されるとするのである。だとすれば、問題はいかなる目的が「やむ

にやまれない重要な利益」となるのか、またどういう手段であれば「厳

密に調整された」ものになるのかということであろう。

　①目的

　一般的にではなく「確認された過去の差別に対する救済」目的が正当

化されることは、Adarand判決で既に認められている。しかし教育におけ

るアファーマティヴ・アクションの場合はこうした伝統的アファーマティ

ヴ・アクションとは異なるところがあるので、この目的を主張・立証す

るのはかなりの困難をともなうことが予想される 29）。従来から議論のあっ

た「役割モデル role model」を創出するという目的はWygant判決 30）で明

確に否定された。他方、「学生集団の多様性」という目的は「やむにやま

れない重要な利益」にあたると Bakke判決のパウエル判事の意見で認め

られていたが、これが維持されるか否かは、その意見の先例拘束性の問

題とも関わっていた。

　Bakke判決において、「学生集団の多様性」が「やむにやまれない重要

な利益」にあたるというパウエル判事の意見に同調する判事がいなかっ

たために（しかし中間審査基準をとった４人の判事の意見はこの考えを

当然内包している）、その意見を結論に同意した判事達の最も狭い理由
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（narrowest grounds）とみなせるか否かという点が下級審での論点となっ

ていた。つまりMarks判決 31）によれば、最も狭い理由ということであれば、

判決理由（holding）として先例拘束性をもつということになるからであ

る。この点での判断は下級審を２分していた。パウエル判事の意見をもっ

とも狭い判決理由と解して、「多様性」を「やむにやまれない重要な利益」

と認め、人種を考慮した入学選抜プログラムを合憲としたのが Grutter判

決原審の第６巡回区控訴裁判所判決とワシントン州立大学ロー・スクー

ル事件の第９巡回区控訴裁判所判決であった 32）。他方、パウエル判事の

意見に先例拘束性を認めず、「多様性」は「やむにやまれない重要な利益」

にあたらないとして同種の入学選抜プログラムを違憲とした判決が、テ

キサス州立大学ロー・スクール事件の第５巡回区控訴裁判所判決とジョー

ジア大学事件の第 11巡回区控訴裁判所判決であった 33）。

　しかし Grutter判決は、この先例拘束性の問題にはあえて言及せず、「学

生集団の多様性は大学入学との関連でやむにやまれない州の利益である

というパウエル判事の考えを当裁判所は承認するものである」と判示し

て、パウエル判事の意見を法廷意見として改めて確認し、下級審をこれ

に拘束したのである。Gratz判決でもレンキスト長官が「多様性はやむに

やまれない州の利益ではないという申請人の主張を本日拒否したところ

である」と明確に述べた。要するに、「学生集団の多様性」は厳格審査の

下でも正当化され得る目的となることが、本２判決で明確に承認された

のである。

　②手段

　正当化される手段については、Bakke判決では、属性でもって集団的

に評価する quotaのようなものでなく、個人の権利を侵害せず非マイノリ

ティに対して抑圧的でない手段であれば「厳密に調整された」ものとい

えるとされた。本２事件判決でもこの線が維持されたといえよう。

　Grutter判決では、ロー・スクールの入学者選抜プログラムを「それは

人種または民族を特定な志願者の情報における１つのプラス要素として

のみ考慮するもの」と評価し、ロー・スクールは「人種間の相互理解や
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ステレオタイプの打破を含んだ多様性が生み出す重大、重要かつ賞賛す

べき教育上の利益に関連して有意にして十分な数の概念をさだめている」

のであって、「ある特定な人種又は民族の構成員のために quotaを作った

り、別枠を設定したりするものではない」として、これを「厳密に調整

された」ものとみなした。もっともレンキスト判事の反対意見は、「有意

にして十分な数は志願者中の人種構成を合格者人種構成に比例配分した

だけのもの」で「厳密に調整された」ものとはいえないと指摘している。

　他方 Gratz判決では、学部の現行の入学者選抜プログラムを「大学入

学に必要とされる点数の５分の１に相当する 20点を、人種のみを理由

に代表されていないマイノリティのすべての志願者に自動的に付与する」

もので「パウエル判事が考えた個人に還元されるような考慮をしておら

ず・・・」、「教育の多様性を確保するために厳密に調整されたものとは

いえない。」「Bakke判決におけるパウエル判事の意見は、大学が厳格審

査によって課せられた限界に配慮することなく自らが多様性を達するた

めに望むどんな手段をも選べるということを容認していない」として、

違憲としたのである。

　要するに、入学者選抜プログラムが人種や民族の要素を志願者個人の

有利な１材料として評価するものになっているのか、それとも人種や民

族を属性としてもつその集団に有利な配慮をする評価システムになって

いるのか、この違いが手段の正当性の判断の分岐点になったように思わ

れる。

　なお、ロー・スクールのアファーマティヴ・アクション・プログラム

が 25年間という暫定的なものものになっていることを、Grutter判決が評

価している点にも注意を促しておきたい。

むすび
　教育における人種的アファーマティヴ・アクション対する「法の平等

保護」からする憲法判例を中心にみてきた。人種的アファーマティヴ・

アクションに対していかなる司法審査基準を適用すべきであるか、これ
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は Bakke判決以来の長い間の連邦最高裁判所の課題であった。本２判決

は、人種的アファーマティヴ・アクションにも厳格審査基準が適用され

るとした Adarand判決を再び確認すると同時に、教育分野のそれに対し

ても判例変更の必要を認めなかったものである。

　しかし同時に２判決は、厳格審査が適用されるということは、あらゆ

るアファーマティヴ・アクションが違憲となるということを意味するわ

けではないことを明確に示した。そして、目的とその目的実現の手段に

よっては、正当化される場合もあり得ることを強く示唆した。そして実

際に本２判決は、「学生集団の多様性」という目的は、教育分野の人種的

アファーマティヴ・アクションを正当化する「やむにやまれない重要な

利益」であると認め、それが人種集団でなくそこに属する個人の１つの

プラス要素として評価する方法によって達成されるものであれば、正当

化されることを示した。

　厳格審査を適用しながら目的・手段面で柔軟に対応するこの手法が、

本来の「厳格審査の概念と一致しない」（トーマス判事 Justice Thomasの

Grutter判決反対意見）との批判にどこまで耐えられるか、このあたりが

今後の展開の焦点となろう。個人の権利の尊重を前提に置く color-blindの

立場に立ち、人種区分に対して強い違憲性の推定をおきながら限定的に

jusitifyする事由を模索する方法が本来の厳格審査だとすれば 34）、その展

開によっては、中間審査基準を適用する場合とは異なり、この柔軟な厳

格審査の幅は意外と狭いものとなるかもしれない。しかし、いかなる場

合にあっても、憲法上の学問の自由・大学の自治に基づいて大学自らが「多

様性」についてなした厳格な専門的判断に対して、審査にあたる裁判所

が一定の範囲で必要な配慮を示すことは、オコナー判事も示唆した如く、

憲法上の最低限の要請としてもとめられていることを銘記しておくべき

であろう。
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注

１） Grutter v. Bollinger, 539 U.S.306 (2003).

２） Gratz v. Bollinger,539 U.S.244 (2003). なお、この２判決について論及した研究

は、日本でも既にいくつか発表されている。そのうち本稿でも参考にさせて

いただいた主要な論文をあげておきたい。勝田卓也「ミシガン大学ロー・ス

クールにおけるアファーマティヴ・アクションをめぐる連邦控訴裁判決」ジュ

リスト 1229号（2002）。宮田智之「ミシガン州立大学訴訟への連邦最高裁判

所判決」外国の立法 218号（2003）。安西文雄「ミシガン大学におけるアファー

マティヴ・アクション」ジュリスト 1260号（2004）。紙谷雅子「大学とアファー

マティヴ・アクション」アメリカ法［2004－ 1］。吉田仁美「大学の入学選考

におけるアファーマティブ・アクション」関東学院法学 13巻１号。

３） 同じ審査基準を用いたにも拘わらず、結論が異なったことにとりわけ注意を

喚起するのが Kim教授である。Pauline Kim, The Colorblind Lottery, 72 Fordham 

L. Rev. 9, 9-10 (2003).

４） Lee C. Bollinger, A Comment On Grutter and Gratz v. Bollinger, (Symposium 

on Grutter and Gratz: Examining “Diversity” in Education),103 Colum. L. Rev. 

1588,1591 (2003).

５） Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas Ⅰ ,347 U.S.483(1954).

平等主義的社会改革を進めたウォーレン（Earl Warren）・コートを代表する判

決の一つである。本事件で連邦最高裁判所は、「公教育における人種隔離は、

黒人の子供たちに有害な影響を及ぼす」「公教育においては、隔離的な教育施

設は本来不平等である」として、人種別学を定めたカンザス州法を「法の平

等保護」に照らして違憲と判決した。この判決は長年にわたって南部諸州の

人種隔離政策を支えてきた Plessy 判決で示された「分離すれども平等」の理

論を打ち破り、教育の場における人種統合を推し進める契機となった。この

判決が他のあらゆる分野に拡大され公民権運動の契機となったことは周知の

とおりである。

６） Plessy v. Ferguson, 163 U.S.537 (1896).

 南北戦争後、共和党急進派による南部再建が頓挫し旧支配層が復活するとす
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ぐ、南部諸州には新しい装いの人種差別制度である人種隔離政策ジム・クロ

ウ（Jim Crow）が体系化された。連邦最高裁判所は、この Plessy事件において「法

の平等保護」のもとでかかる人種隔離法が許されるか、その審査を求められ

たのであった。　　　

 本件では、州内の鉄道会社に黒人用・白人用の隔離された客車車両設置を義

務づけるとともに、指定された客車以外の車両に座席を占めることを罰則で

もってすべての人に禁じたルイジアナ州法＝人種隔離法の合憲性が問われて

いた。連邦最高裁判所は、「白人用、黒人用に分離された施設は、それらが平

等である限り、法の平等保護には違反しない」として、「分離すれども平等理

論 separate but equal doctrine」（直接判決の中で使われた言葉ではなく同州法の

規定に由来する）を展開し、一応の合理性を認め、同法を合憲とした。連邦

最高裁判所は、州議会の裁量を大幅に認め、州の隔離政策を不問に付したの

である。

７） Brown v. Board of Education Ⅱ , 344 U.S.294 (1955).　BrownⅠ判決を具体的に実

施に移すために、教育委員会に「可及的速やかに all deliberate speed」実施する

よう求めた判決である。しかしそれほど進まない人種統合に連邦最高裁判所

は、Alexander v. Board of Education, 396 U.S.19 (1969).　において、違憲状態

をこれ以上放置しておくことはできないとして「直ちに at once」「単一の一

元化された学校制度 only unitary school」に移行するよう求めた。しかし、判

決執行の抵抗は激しくその進展状況がはかばかしくなかったことは周知の通

りである。例えば、人種統合のための強制的バス通学制度は強い抵抗を受け

た。North Carolina State Board of Education v.Swan, 402 U.S.43 (1971).では、州

がそれを法律で禁止するということが許されるかが争われた。なお、Swann v. 

Charlotte-Mecklenburg Board of Education, 402 U.S. １ (1971).では人種共学に向

けての積極的措置を裁判所が命じることを認めた。

８） Missouri ex.rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938).

９） Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950).なお、州立大学内での黒人大学院生の隔

離はゆるされないとした同年の Mclaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 

637 (1950).は、限定されたものであったが Brown判決を予測させるに十分な
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ものであったといえよう。

10） この間の判例の推移については、藤倉皓一郎「平等条項と連邦最高裁判所」（総

合研究アメリカ４巻 1977年所収）133頁以下に詳しい。

11）Cooper v. Aaron, 358 U.S. １ (1958). 2000人の白人生徒だけが通っていたリトル

ロック・セントラル高校に、裁判所の命令を実施しようと市教育委員会が９

人の黒人生徒の入学準備を進めたところ、こともあろうにフォーバス知事が

州兵を派遣して同高校を包囲し、その登校を妨げた。放置しておけなくなっ

たアイゼンハワー大統領は連邦軍を派遣してアーカンソー州兵を連邦軍に編

入するとともに、その保護のもとに黒人の入学を実現させた。

 　こうした抵抗のため人種共学はBrown判決にもかかわらず進展しなかった。

エマーソン教授は「ブラウン対教育委員会事件が判決されてから 11年後の

1964年の段階で、南部 11州中わずか 2.25％の黒人の児童・生徒が白人の児童・

生徒との共学を経験したに過ぎなかった。」と指摘している。I.T.エマーソン、

木下毅「現代アメリカ憲法」東京大学出版会（1978年）273頁。

12） 1964年公民権法はタイトルⅠから XIまでの個別法の集大成としての包括的

法である。あらゆる人種差別を禁止し黒人をはじめとするマイノリティに白

人と同様な権利を保障しようとするものである。もとより機会の平等を保障

するものでそれ以上のものではない。高等教育との関係で、重要な条文はタ

イトルⅥである。それは、連邦政府が財政上の援助をするプログラムにおけ

る人種差別の禁止を定め、次のような規定を置く（42 U.S.C.§ 2000ｄ）。

 「合衆国において、何人も、人種、膚の色、または出身国を理由に、連邦政府

による財政上の援助を受けるあらゆる計画又は活動に参加することから排除

され、その利益の享有を妨げられ、または差別されない。」

13） 1973年には人種隔離を廃止した学校に通う黒人生徒は南部では 46％と急増し

ている。本田創造「アメリカ黒人の歴史」（新版）岩波新書（1991年）236頁。

14） 1965年のハワード大学での著名なジョンソン演説の一節である。上坂昇「増補

アメリカ黒人のジレンマー“逆差別”という新しい人間関係」明石書店　

1992年　78頁。

15） Regend of the University of California v. Bakke, 438 U.S.265 at322 (1978).が付録と
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して掲載したハーバード大学入学選抜プログラムを参照した。なお、拙稿「ア

ファーマティヴ・アクション判決の最近の動向」帝京国際文化　11号　192

頁以下でもこの判決に触れているので、参照していただきたい。

16） Bolling v. Sharp, 347 U.S. 497 (1954)．合衆国憲法修正第 14条の「法の平等保護」

は州政府に対してむけられたものであり、直接に連邦政府を拘束するもので

はない。ところが、連邦の直轄地であるコロンビア特別区の公立学校におけ

る人種隔離が問題となったこの Bolling判決で、連邦最高裁判所は「人種別学

は合衆国憲法修正第５条の適正手続条項（due process clause）の自由に含まれ

た法の平等保護に違反する」旨判決し、修正第５条のデュープロセスを通じ

て連邦政府も同様に修正第 14条の「法の平等保護」の規制のもとにおかれる
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17） Bakke, supra., 438 U.S.265 (1978).　

18） 中間審査基準とは、一般的にいえば厳格審査に比べて緩やかな基準とされて
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帝京国際文化　第 18 号

－ 134 －

に至るアファーマティブ・アクション判例法理の流れについては、拙稿　

前掲論文、帝京国際文化 11号に詳しく紹介してあるので、参照いただきたい。

23） Fullilove v. Klutznick, 448 U.S. 448 (1980).

24） Metro Broadcasting, Inc. v. Federal Communication Commission, 497 U.S. 547 (1990).     

25） City of Richmond v. J.A.Croson Co., 488 U.S. 469 (1989).

26） McLaughlin v. Florida, 379 U.S. 184 (1964). Loving v. Virginia, 388 U.S.１ (1967).

などで確立した厳格審査基準とはそういうものであった。他方、Korematsu v. 

United States, 323 U.S. 214 (1944).のように「疑わしい区分」として厳格審査を

適用しつつ、軍が行った日系アメリカ人の強制収容措置を合憲としたものも

ある。

27） Fullilove v. Klutznick,448 U.S. 448 ,at 518.
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